この議 事 速 報 （未 定 稿 ）は、正 規 の会 議 録 が発 行
さ れ る までの間 、審 議 の参 考 に供 す る た めの未
定稿版で、一般への公開用ではありません。
後刻速 記録 を調 査して処置 することとされ た発
言、理事会で協議することとされた発言等は、原
発言のまま掲載しています。
今 後 、訂 正 、削 除 が行 わ れ る 場 合 があ り ます の
で、審議の際の引用に当たっては正規の会議録と
受け取られることのないようお願いいたします。

○とかしき委員長 次に、長妻昭君。
○長妻委員 立憲民主党の長妻昭でございます。
いよいよ本日から、全世代型の社会保障の法案、
我が党立憲民主党を含め野党の案と閣法の内閣の
案と、並行して審議するということでございます。
今までもるる与党の方からも御発言がありまし
たけれども、我々も、現役の方々の負担が余りに
も重過ぎるということで、やはり何らかの措置を
しなければいけないということで、政府と同等程
度の現役の皆さんへの軽減策、これを対案として
出させていただき、先ほども我が党の西村議員が
答弁をさせていただいたところでございます。
その中で、政府案で幾つかの疑問がありますの
でお尋ねをするんですが、政府案は窓口の二割負
担によって財源が千八百八十億円出るということ
なんですが、聞くところによると、長瀬効果もこ
の中に含まれているというふうに聞いておりまし
て、長瀬効果は幾らぐらいでございますか。
○田村国務大臣 約九百億円を見込んでおります。

○長妻委員 これも、私も最近この資料一ページ
目をいただいて、配付しておりますけれども、立
憲民主党がそういうことをちょっと小耳に挟んだ
ので、具体的に幾ら長瀬効果なんですかというこ
とを文書で出してほしいと申し上げましたら、な
かなか出てこなかったものが、何度も何度も申し
上げてやっとこの一ページ目のものが出てきたと
いうことで、ちょっと私も見てびっくりしたんで
すが、与党の皆さんは知っていましたか、この金
額、前から。
財源が一千八百八十億円、二割上がることで出
るということで、てっきり、二割窓口負担が上が
るからその分の増収が一千八百八十億だと思いき
や、そうじゃなくて、増収分は九百八十億だと。
あとの九百億、ほぼ同じ金額は長瀬効果。長瀬効
果というのは、窓口負担が上がって受診抑制にな
る。お金が高いから行けないなということで行か
ない。受診抑制や受診控えの効果が九百億という
ことで見込んでいるということ。
ちょっとおかしいなと思うのは、これは審議会
の部会でずっと議論されていましたけれども、そ
こにはこの金額は示されていないということなん
ですよ。我々が要求しなかったらずっと出てこな
かったんじゃないかなと思うわけで、九百億円と
いうのは、受診機会、これが減るということにな
るわけですか。
○田村国務大臣 これは、今までのいろんな言う
なれば負担の引上げのとき、このときに、どうい
うような効果があるかということ、こういうもの
を実証的に見ていく中で出てくるわけでありまし

て、例えば現行の長瀬方式については、一般制度
でいきますと、平成九年九月の改正の実績であり
ますとか、あと、高齢者でありますと昭和五十八
年二月改正から平成九年九月の改正までの実績、
こういうものを基礎に推定をしてきております。
要するに、そういうような経験則の中において、
負担が増える中において一定の受診日数が減ると
いうような中から、こういうものを効果として出
してきているわけであります。
○長妻委員 受診日数が減る、入院の期間とか、
あるいは、一番多いのは外来に行く回数、受診機
会が減るということが九百億を見込んでいるとい
うことなんですが、これは半額が長瀬効果だとい
うことなんですが、これは必要な医療が削られる
ということはないんですか。つまり、もっと言え
ば、必要な受診がなされなくなってしまう、こう
いうことはないという確認は取れているんですか。
○田村国務大臣 必要だとか必要じゃないかだと
かというんじゃなくて、実態として、これぐらい
の受診回数、日数が減るということでございます。
それから算出した金額であるわけであります。
基本的には、必要な医療はしっかりとお受けを
いただくということであろうというふうに思いま
す。
○長妻委員 与党の皆さん、今のは分かりますか。
うなずいている方がいて、ちょっと信じられない
んですが。
必要じゃない、必要とはかかわらず、医療費が
減るという長瀬効果の公式を当てはめただけだと
いうような答弁ですけれども、それは困るんです
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よ。つまり、必要な医療が削られるか削られない
か知ったこっちゃない、ただ計算式を当てはめた
ら九百億出るんだからというような趣旨ですよね。
だから、必要な医療が、計算は分かりますよ、
九百億減る、受診控えが起こる。ただ、その受診
控えが起こった中に必要な医療は入っていない、
こういうことが言えるんですか。こういうことを
聞いているんです。
○田村国務大臣 高齢者の皆様方の課税所得、収
入というもの、こういうものを前提を置いて、今
回二割負担という形にさせていただく方々、一定
の負担能力という形の中でやらせていただいてお
ります。でありますから、必要な医療というもの
は当然受けていただくだけの所得といいますか家
計というものに対しての余力があるという中にお
いて対応させていただいております。ということ
であります。
ちなみに、大体、今回の二割負担で、機械的に
これは計算したものでありますけれども、受診日
数を二・六％程度減少させる計算ということであ
りまして、七十五歳以上の方々の平均の外来受診
日数でいきますと、二割負担の対象者の方々は、
受診日数が三十三日から三十二・二日になるとい
う形であります。
○長妻委員 計算式は分かるんですけれども、私
が聞いているのは、九百億が、受診控えが起こる
わけですよね、現実に、それを明記されているわ
けですから。その受診控えが起こっても必要な医
療は削られないんだとおっしゃいましたから、じ
ゃ、受診控えが起こったのは、ある意味では行っ

ても行かなくてもいい医療だということだと思う
んですが、例えばどういう医療が行っても行かな
くてもいい医療。九百億削られる中身というのは、
必要な医療は削られないわけですよね。
ということは、必要じゃない医療が削られると
いうことで、全体としては必要な医療は維持され
るというようなことだと思うんですが、必要でな
い医療というのはどんなものなんですか。
○田村国務大臣 必要だとか必要でない医療とい
うことを申し上げているわけではなくて、三十三
日が三十二・二日に受診日数がなるということを
申し上げているわけでありまして、それぞれが必
要じゃない医療というようなことを申し上げてい
るわけではないわけであります。
○長妻委員 言っている意味が分からないですね。
だって、九百億減るわけでしょう、与党の皆さ
ん。九百億減るということは、受診控えが起こる
んですよ、与党の皆さん。それは全然問題ない、
受診控えが起こっても。今まで無駄な医療をやっ
ていたから、窓口負担を二割に上げて、それで来
ない、九百億減っても、それは大勢に影響ないん
だ。そういう趣旨ですよね。
でも、それは確認できているんですか、何か統
計上とか過去のデータとか。窓口負担を上げて受
診抑制が起こる、それによって重症化は発生する
かしないかとか、そういうエビデンスみたいなも
のはないんですか。
○田村国務大臣 無駄な医療という概念がどうい
うものなのか、ちょっと何をおっしゃっておられ
るのかよく分からないんですが、正直申し上げて、

今般のことに関してどのような影響が出るかとい
うのは、まだやっていないわけでありますからこ
れは分からないわけでありますが、ただ、今まで
も数度にわたっていろいろな自己負担を上げると
いうことをやってまいりました。それに対して、
極端に平均寿命が短くなるどころか、平均寿命は
延びているわけでありますし、健康寿命は延びて
いるわけでありますから、それ自体をどう証明す
るかということ自体はなかなか難しいわけであり
ますけれども、今まで負担を上げてくる中で、極
端に国民の皆様方が健康を害するというようなこ
とはなかったんだろうと思います。
もちろん、平均寿命や平均余命、健康寿命、こ
ういうものが上がってきている中において、負担
を上げたものとの因果関係というものを直接我々
が何らかのエビデンス、証左をもってお示しした
ことはありませんけれども、今までの流れからい
くと、そういう流れであったということは確かで
あるというふうに思います。
○長妻委員 エビデンスがない、影響は分からな
い。ちょっと無責任なんじゃないですかね。
九百億減るというのは政府が認めているわけで
すよね、受診抑制がある。しかし、それによって
健康悪化、重症化の影響は分からない、エビデン
スはない。ただ、大臣が一点おっしゃったのは、
平均寿命が延びているから、過去もこういうこと
があったけれども、まあ大丈夫なんだ。すごく非
科学的なアバウトな根拠ですよね。それで与党の
皆さんいいんでしょうか、本当に。先生、いいん
ですか。だって、九百億減るわけですよ、受診控

- 2 -

a

衆議院厚生労働委員会議事速報（未定稿）
令和3年4月14日

えが起こるわけです。
例えば、審議会でも多くの先生が懸念を示して
おられるわけですね。例えば、十六ページ、部会
で松原先生という医師会の先生が、一般区分の人
が二割になると二倍払うことになります、検査を
したら物すごい金額になります、そういった二倍
になるということでありますので、多くのお年寄
りがどう判断するかというと大変心配です。こう
いうこともおっしゃられて、あるいは、コロナで
皆さん大変不安に思っているときに、追い打ちを
かけてそのようなことをするのは適切ではないと
いうようなこともおっしゃられておられるわけで
すね。
部会では、兼子先生という老人クラブの方は、
窓口負担は、応能負担ではなくて、それを利用す
る人に対しての負担の強化、応益負担の強化であ
ろうと思っております、そういう意味では保険料
の応能負担が私は基本だと思うと。我が党と同じ
案のことをおっしゃっておられる先生方、こうい
う方々も多いんですよ。
ですから、九百億減るわけですよね。これによ
って影響がないとおっしゃるのなら分かりますよ、
エビデンスも聞きますけれども、その後。影響が
あるかどうか分からないで、九百億、長瀬効果で
す、計算上こうです、入院日数がちょろっと減る
から心配するな、平均寿命が日本は延びているか
ら、過去もこういうことはあったけれども大勢に
影響はないんだというのは少し無責任じゃないか。
与党の皆さん、そう思いませんか。
私も、相当、がんの専門家の方を含めて、ちょ

っといいですか、田村大臣、聞いていてください。
（田村国務大臣「聞いています」と呼ぶ）専門家
の方にお話を聞きました、がんの専門医とか地域
でお医者さんをやられている方とか。おっしゃっ
ていたのは、なるほどと思いまして、早期発見、
早期治療の機会なんですよ。それが七十五以上の
人は現役の方とちょっと違うんですね。
例えば、十ページを見ていただくと、これは厚
生労働省にいただいた資料ですが、なるほど専門
家の皆さんの意見どおりだったんですが、健康診
断を受けるというのは、現役の方は大体七割の方
が毎年受けている。毎年というか、これは、基礎
調査で、過去一年に健診や人間ドックを受けた人
の総数の割合ということで、七割ぐらい。ところ
が、八十歳以上になると五三％、半分ぐらいしか
健康診断を受けていない。
がんの専門家の方もおっしゃっていたのは、七
十五歳以上、八十歳ぐらい、高齢者でがんが早期
発見される契機は、やはり、ちょっと体の調子が
おかしくて普通と違うということでかかって、念
のためにＭＲＩとかＣＴを撮る、あるいはいろい
ろな血液検査とかをする、それで見つかるケース
が大変多いというんですよ。大変多いというんで
す、それが端緒になって早期発見。
なかなか、七十五以上、八十以上の人が健康診
断を毎年受けるというそういうことではなくて、
そういう意味では、気をつけてくれと私も言われ
ました。何か高齢者は病院にいっぱい行っている
から、ちょっと負担を上げて病院へ来なくなって
も大勢に影響はない、そういう現役の感覚で言う

のはやめてほしい、そうじゃなくて、それが端緒
になって早期発見とかそういうことができるとい
うことで、開業医の先生は、やはりかえって高く
つくんじゃないか、つまり重症化して緊急入院と
か入院日数が長引くというようなことで、無駄な
医療をかけているという高齢者はいないとその方
はおっしゃっておられました。それは医者をひと
つちょっとおとしめるような発言だともおっしゃ
る方がいるんですね。無駄な医療だとすると、お
医者さんは、いやいや、次はもう来ないでいいで
すよということを言うお医者さんもちゃんといる
んだよということもおっしゃっておられる。
つまり、我々の案のように、保険料の賦課限度
額を上げていくというようなことで、保険の原理
は応能負担も一つの形でありまして、保険料で応
能負担、病気の人と病気でない人を区別せずに応
能負担をお願いする。
ところが、今の政府の案は病気の人だけの応能
負担じゃないですか。病気の人だけ、お医者さん
に行く人だけ、年収二百万円以上の人に応能負担
をお願いする、それでかつ影響が分からないとい
うのは余りに無責任なんじゃないかということで、
大臣、再度聞きますけれども、九百億減ることで、
調査していただけませんか。過去そういうことが
よくあったわけですよね、一割とか二割とか変わ
ったことが。そういうところの調査、どういう影
響があったのか、これをこの委員会に出していた
だきたいと思うんですが、大臣、いかがですか。
○田村国務大臣 後期高齢者医療保険制度も含め
て、守っていかなきゃならないという問題があり
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ます、持続可能性という意味で。今、賦課限度額
のお話がありましたが、これは平成二十年に後期
高齢者制度がスタートしてから、当時五十万だっ
たのが六十四万まで賦課限度額は上がってまいり
まして、直近、令和二年も上げているんですね、
令和二年度も。ですから、これはこれで上げてき
ているわけでありまして、決して賦課限度額に我
々が手をつけていないわけでも何でもないわけで
あります。その中において、負担能力のあるより
多くの方々に御負担をいただかなきゃならないと
いうことで、今般、能力のある方々に対して対応
させていただく。
言われるとおり、医療機関で高齢者の方々が受
けることによって、いろいろな疾病の端緒、端緒
といいますか、そういうものを見つけていること
は確かでございますから、それに対しては、我々
も、そういう必要な医療はしっかり受けていただ
くように、今コロナ禍でこういう状況であります
から、かえって医療をちゃんと受けてくださいと
お願いをさせていただいておりますので、それを
もってして我々は必要な医療を受けないでくださ
いと言っているわけではないので、しっかり受け
ていただければありがたいというふうに思います。
○長妻委員 大臣、ここに事実が書いてあるじゃ
ないですか。九百億円受診控えが起こるというこ
とが明確にここに書いてあるわけですよ。それを
財源の捻出の根拠に入れちゃっているわけですね。
だから、この受診控えは健康に影響がないのか、
医療行政として、その責任者として、大臣は、断
言できないのであれば、エビデンスを出す責任が

あるんじゃないのか、こういうことを言っている
んですけれども、与党の方はそう思わないですか。
いやいや、受診控え、どうせ高齢者は無駄遣いの
医療をしているんだから、ちょっとぐらい減って
も大丈夫なんだと言わんばかりの私は空気だと思
いますよ。
大臣、今申し上げたように、エビデンス、受診
控えがあっても過去いろいろな問題が起こらなか
った、あるいは、起こったとしたらこういう問題
だったというのを、是非、調査結果をまとめて出
していただきたいと思うんですが、いかがですか。
○田村国務大臣 様々な要素が絡みますので、そ
れを、この負担が上がったからそれによってどう
出たかということを詳細に因果関係を明確に示す
ということはほぼ不可能だというふうに思います。
だから私も、先ほどから、数度の負担、例えば
七十歳から七十四歳に関しましても段階的に二割
負担にしてきているわけですよね。そういうこと
をしてきている中においても、健康寿命、平均寿
命というものは決して下がっているわけではない
わけであります。
ただ、それもいろいろな要素がありますから、
それ自体を因果関係をつけて証明するということ
はほぼ不可能に近いわけでありますけれども、た
だ、もしそこで本当に極端に健康寿命や平均寿命
が縮まるというようなことが起これば、それは何
らかの因果関係があるのかも分からないというこ
とで、我々も立ち止まることもあり得ると思いま
すが、しかし、そういうような証左があるわけで
はございません。

申し上げますけれども、これを直接、負担の上
昇と併せて、何を指標にするのかというのも難し
いわけでありますが、様々な要素があってそれぞ
れ私は健康寿命、平均寿命が延びてきておると思
いますので、それを因果関係をなかなかお示しす
るというのは難しいという認識であります。
○長妻委員 平均寿命にまで影響が出たら大変な
大きなことだと思いますよ。平均寿命に影響が出
ないから大丈夫だとか大丈夫じゃないとか、平均
寿命の推移を見るとか、そんな問題じゃなくて、
もっときめ細やかに、受診をできないことによっ
てどれだけの方が重症化してかえって高くつく、
こういうことが起こるのか、そういう試算をしな
いと駄目じゃないですか。
十一ページですけれども、検診の件で、これも
いろいろ、「クローズアップ現代」とかいろいろ
なところで報道されていますが、これは日本対が
ん協会が発表したもので、コロナで検診が減って、
少なく見積もっても二〇二〇年は一万人以上のが
んが未発見になっている、こういうことなんです
ね。
さっき申し上げたように、高齢者は検診は余り
行かずに、やはり、いろいろなことがあって、少
し調子が悪かったりいろいろな問題があって行っ
て見つかるというのが非常に多いということで、
このコロナとは今回の二割は関係ありませんけれ
ども、ただ、関係があるとすると、受診控えとい
う意味では同じなんですよ。
そういう意味では、このレポートも、別の病気
の治療中に偶然発見されるなどのがんも含めてい
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えば一万人ということを言っているので、大臣、
もうちょっと切実にこの件についてお考えをいた
だければというふうに思います。
委員長、さっき私が申し上げましたように、受
診控えが九百億起こるわけですから、これについ
てどんな影響があるのか、あるいは過去どういう
影響があったのか、この資料を理事会に提出いた
だきたいと思うんですが、いかがですか。
○とかしき委員長 ただいまの件につきましては、
理事会で協議いたします。
○長妻委員 そしてもう一つは、大臣、七百二十
億ありますよね、現役世代の負担を軽減する。本
当にこの財源が出るのかという疑念もあるんです
ね、政府案だと。我々の案は、さっき西村議員が
答弁したとおり、具体的にお金は用意できますの
で。
ただ、七百二十億の半額が長瀬効果ですよね、
大体比率でいえば。七百二十億の半額が長瀬効果
なんですよ、現役の皆さんも。行き当たりばった
りで本当にこの金額が出るのかどうか。確実にこ
の七百二十億は出るんですか、半額が長瀬効果と
いう根拠が非常に薄いように感じるんですが、い
かがですか。
○田村国務大臣 先ほども申し上げましたけれど
も、今まで長瀬効果という形で、そういう形で効
果が出てきておるということであります。
ちなみに、いろんな数字等々を我々も見てきて
いるわけでありますけれども、過去も、例えば、
長瀬効果の効果ということでありますけれども、
平成十八年の改正、これは、先ほど申し上げまし

た、現役並みということで二割から三割に高齢者
の方々も負担をお願いをしたということで長瀬効
果が生じまして、結果的に言うと、理論値と実績
値と余り変わらない、理論値が〇・四日減、実績
値が〇・五日減ということで、ほぼ同じような数
値が出てきておるということがありまして、過去
のを見てまいりますと長瀬効果というものが出て
きておるということであります。
○長妻委員 過去その例がそうだったから今回も
というのは、財源の捻出としては非常に私は根拠
が希薄だと思いますよ。リアルな財源じゃないじ
ゃないですか。
そういう意味で、二ページ目に東北福祉大学の
先生が書いた論文がございます。長瀬式の概要と
問題点。基本的に、確かに公式に当てはめる数字
は多少修正をされておられるようですが、その公
式自体は変わっていないんですよ。この先生がお
っしゃっているのは、資料の六ページで、この公
式を作るときの使用したデータは更に古く、九十
年前だということで、相当なバイアスがかかって
いる、推計した長瀬式を過去の経験からほぼ実証
されているとして現在に適用することはナンセン
スである、こういうふうにおっしゃっているんで
すね、分析して。八ページ目、終わりにというこ
とで、信憑性の低い長瀬式に替わる新たな枠組み
を構築することが必要であろうということで、非
常に根拠が希薄だと。
与党の皆さん、本当にこれは財源が出るんです
か。確認しているんですかね、長瀬式の詳細を。
本当に現役の方の負担が確実に軽減できるんです

か。是非この長瀬式、長瀬効果の検証もしていた
だかなければ困るというふうに思うわけでござい
ます。
そして、もう一つは、これもよく誤解される方
がいるんですが、前期高齢者は二割の方も多い、
その方が七十五を超えると一割になっちゃうから
二割のままでいいんじゃないの、こういうふうに
軽くおっしゃる方がいるんですが、十二ページ目
を見ていただくと、当たり前ですけれども、年齢
が高くなれば高くなるほど病院に行く回数が増え
るんですよ。増える。これは、七十五以上は一割
負担ということでこの窓口負担のグラフを厚労省
に作っていただいているんですけれども、八十歳
以降、窓口負担は、二割の七十から七十四歳以上
に高くなっちゃっているんですよ、一割なのに。
何でかというと、病院にいっぱい行くから。
これは誰でも容易に想像できると思いますが、
そういう体の調子が悪くなる方が多くなる。そう
いうようなことで、こういう数字も見ながら、二
倍に膨れ上がるということがいかがなものかとい
うようなことを是非議論をいただきたいというふ
うに思います。
その中で、大臣、先ほども公明党さんから質問
がありましたけれども、二割負担の年収要件は年
収二百万だというのは分かりました。じゃ、その
年収要件を変えるのは法律改正じゃなくて閣議決
定だけでできるということでよろしいんですね。
○田村国務大臣 先ほども桝屋委員にもお答えい
たしました。
基本的には、法律は、負担割合など基本的な事
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項、これを明記しているわけでありまして、その
金額、これに関しては政令で定めるということに
いたしておりますが、今、現時点ではこれを変え
るというようなことは考えているわけではありま
せんが、もし変えるようなことがあったとしても、
それは審議会にしっかりとおかけをして関係者の
御議論を丁寧にいただくということになろうと思
います。
○長妻委員 審議会のメンバーを選ぶのは政府な
ので、そういう意味では、それはある程度政治的
に判断されるということが通例でありますので、
一度法律で入れると、今も検証がないとおっしゃ
いましたので、長瀬効果で受診抑制になったとき
に、それは健康や重症化に影響があるのかどうか
分からないということですので、是非そういう考
え方は撤回をしていただきたいというふうに思い
ます。
この件で、最後に、大臣が、さっき入院日数が
減少する、少しだけだ、あるいは通院日数も減少
する、少しだけだとおっしゃいましたけれども、
じゃ、その少しだけということを強調しますが、
本当に影響がないということでいいんですね、こ
れは。政府としてそれを言っていただかないと、
影響がある法案を審議するわけにはいかないんで
すよ。影響が健康にはない、重症化にも影響はな
いんだ、そういうことを言っていただけませんか。
○田村国務大臣 少しだけと私は何も言っていな
いので、日数だけを申し上げたわけでありまして、
少しだけとは何とも申し上げていないので、それ
は少しだけかどうかというのはそれぞれの御判断

だというふうに思いますが、基本的に、必要な医
療は受けていただくということを前提で、負担能
力というものを考えた上で今回お願いをさせてい
ただくわけであります。
先ほど来、私は平均寿命や健康寿命は決して証
左だと言っているわけではなくて、様々な要因が
あります。例えば、言うなれば、感染症がわっと
広がった場合、インフルエンザもそうであります
けれども、流行すれば当然医療費は伸びるわけで
ありまして、長瀬効果といっても、そういうよう
な年が次に来てしまえば伸びることだって当然あ
り得るわけでありまして、そういう意味では、な
かなか医療の現状というものは分かりませんし、
コロナ禍であるということで、これだけ我々は皆
さんに大変な御負担をお願いしていろいろな対応
をいただいております。結果、昨年は、お亡くな
りになられた方々の数は減っておるというような、
そういうようなこともあるわけでありまして、様
々な要因が関わって医療というものは成り立つわ
けでありますが、先ほど来、冒頭に申し上げたと
おり、必要な医療はしっかり受けていただく、そ
のための我々はいろいろなお願いをこのコロナ禍
においてもさせていただいているわけでありまし
て、そこの点は政府としてもしっかり必要な医療
を受けていただけるような対応をしてまいりたい
というふうに考えております。
○長妻委員 ちゃんと答えていないですね。必要
な医療は受けていただく、いただきたいというこ
とですよね。いただく。
ただ、九百億受診抑制が起こっていて、じゃ、

この中に必要な医療はないんですね。いや、いい
んですよ。ちゃんと答えてください。この中に、
九百億で受診抑制が起こる中に必要な医療という
のは含まれていない、こういうことでいいんです
ね。
○田村国務大臣 何をどうおっしゃっておられる
のか意味が理解できませんが、九百億というのは
一つの試算であります。
先ほど申し上げたとおり、いろいろなそのとき
の疾病の状況、感染症の状況で医療費というもの
は変わります。それはもう委員も御承知のとおり
でありまして、あくまでも、今までもこの長瀬効
果というものを盛り込んで制度改正をするときに
はいろいろと出してきた、試算をしてきたわけで
ありますから、今般も同じようにさせていただき
ました。
九百億かどうか分かりませんが、仮に九百億と
いうものがなくなっても、この中に必要な医療が
入っているか入っていないかではなくて、必要な
医療はしっかりと受けていただくということであ
ります。
○長妻委員 九百億かどうか分かりませんがと、
財源の根拠となる数字が分かりませんと大臣は今
おっしゃったんですよ。これは、与党の方、大丈
夫ですか。
だから、九百億の中に、与党の皆さんもよく考
えていただきたい。九百億の中に必要な医療は含
まれていない、こういうことですね、桝屋先生。
さっきからやじを飛ばしておられますけれども、
九百億の中に必要な医療が含まれていないならい
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いんですよ。断言できない、何度聞いても答えな
いじゃないですか。必要な医療が九百億の中に、
受診控えの中に含まれていないということなのか、
含まれているとしたらどういうことなのか、ただ
さないといけないじゃないですか、厚生労働委員
会でしょう。
是非、委員長、本当にはぐらかす答弁ばかりで
ございますし、九百億円かどうか分かりません、
こういう答弁も出ましたので、何しろ、その九百
億円の中に、受診控えの中に必要な医療が含まれ
るか含まれないか、文書で厚生労働省に出してい
ただくように、理事会で協議いただければと思い
ます。
○とかしき委員長 ただいまの件につきましては、
理事会で協議いたします。
○長妻委員 そして、これは引き続き同僚議員が
やりますが、大きい問題ですよ。与党の皆さんも、
大丈夫だというやじを飛ばさないでくださいよ。
さっき言ったじゃないですか、問題ないと。おか
しいじゃない。我々だって責任ある対案を出して
いるんですから。
それで、今日、尾身先生にも来ていただいて。
もう第四波に入っているんではないか、大阪では
医療の当事者が、医療崩壊だ、こういうふうにも
うおっしゃっています。
尾身先生にお伺いしますが、第四波にもう入っ
たということで日本はよろしいでございますか。
○尾身参考人 いわゆる一般の社会で言われてい
る第四波というのにもう入っているというのは間
違いないと思います。

○長妻委員 それで、大阪は、蔓延防止措置を出
した二週間後の来週の十九日まで様子を見て緊急
事態宣言発出の要請を判断するとされているんで
すが、これは、今医療崩壊が起こっているという
ふうに当事者も大阪で言われておられるので、そ
こを来週まで待って様子を見て緊急事態宣言の要
請というよりは、私は直ちに緊急事態宣言の要請
の準備に入るということが必要だと思うんですが、
尾身先生はいかがでございますか。
○尾身参考人 私は、当然、今委員がおっしゃる
ように、緊急事態宣言を出す可能性については十
分検討する必要があると思いますが、その前に、
私はこういう席で申し上げたいのは、今の大阪が
一つの典型的な例だと思いますけれども、一番大
事なことは、今はもう人流が減っているので、い
わゆる新規の感染者数というのはいずれ頭打ちす
る可能性があります。
したがって、問題は、感染者がどれだけ、今千
を超えたとかということが非常に多く問題になっ
て、それは確かに問題ですけれども、それよりも
問題なのは、これから起きて、どんどんまた更に
厳しくなる重症者をどうするかということが実は
大阪では私は最大の問題だと思います。
したがって、今我々がやるべきことは、この今
の状況にどう対処するかということ、何をすべき
かということで、その中で、重点措置でできない
のか、あるいは緊急事態宣言を出さなきゃ駄目な
のかというのは、これは、どうしてこういう状況
が起きていて、何をすべきかということを議論す
べきで、重点措置か緊急事態措置かと。実際に今

重点措置でやっているものの多くは緊急事態宣言
のこの前のよりも幅広くやっているので、確かに
しかしもう一方は、人々が与えるイメージという
のがありますよね、重点措置、そういうことも当
然あるわけで。
したがって、私は、一番大事なことは、今の状
況をどう好転するか。特に、医療の供給体制、こ
ういうことの中で、いわゆる重点措置で不十分で
あるという判断があればすぐに緊急事態宣言に変
えるべきだし、いやいや、緊急事態宣言、重点措
置の選択じゃなくて、今やるべきことがあるんだ
ったらそれに集中すべきということだと私は思い
ます。
○長妻委員 もう尾身先生もよく御存じのことだ
と思いますが、今回は変異株が大阪では流行して
いて、これは多くの医療の現場の方もおっしゃっ
ておられますけれども、重症化の期間が長いとか
入院の期間が長いということで、新規感染者がピ
ークアウトをしても相当重症者は引きずるという
ことが言われているので、これまでとはちょっと
タイミングも含めて違う判断が必要なんじゃない
かなというふうに思いますので、是非そこはよろ
しくお願いをしたいというふうに思います。
そして、もう一点尾身先生にお伺いしたいのは
オリンピックの件なんでございますが、これも、
私は東京選出の国会議員で、多くの方から不安だ、
不安だと地元の方からも聞かれているんですが、
渋谷区も私は選挙区ですので、本当に競技場の周
辺というか隣接する中心部ですので、尾身先生、
仮に東京で緊急事態宣言が出ている場合は、ちょ
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うどオリンピックに重なった場合は、オリンピッ
クはできないという判断を日本政府はＩＯＣに伝
える、直前にですね、そういうことでよろしいん
でございますか。
○尾身参考人 私はオリンピックの開催について
決める立場ではないと思いますが、ただ、私の立
場としてはっきり言えるのは、今の東京、日本で
すよね、これはともかく早く、東京も徐々に感染
が広がっていて、私は大阪のようになる可能性も
十分あると思うので、今の状況を何とか早く下方
展開、下方に転じさせること。それからもう一つ
は、今、当然六月、七月には高齢者のワクチンが
最大のテーマですよね。それについてしっかりや
って、二つですね、感染の拡大を防止するという
ことと、しっかりと高齢者に対するワクチンをや
るということが、私は、これを今、オリンピック
云々については私は申し上げる立場ではないんで
すけれども、私の感染症の立場としては、そのこ
とが極めて今重要で、それに注力すべきだと思い
ます。
○長妻委員 最後に尾身先生にお伺いしますけれ
ども、前回、先週ですね、ここの委員会の場で、
これからは政治に余り気兼ねせずに提言をしてい
くんだ、プロフェッショナル集団としてというよ
うな御発言があって、私は本当にそのとおりだと
いうふうに強く思ったわけでございまして、やは
り積極的な提言をするということをおっしゃられ
たことは本当にいいこと、喜ばしいと思っている
んですが、具体的には今後どういう積極的提言と
いうのをされていくおつもりでございますか。

○とかしき委員長 尾身独立行政法人地域医療機
能推進機構理事長、申合せの時間が経過しており
ますので、簡潔にお願いします。
○尾身参考人 昨年の八月に私どもが出したあの
ステージの考えのときには、我々専門家は、ステ
ージの判断、あるいは、緊急事態宣言、今でいえ
ば重点措置なんかの判断については控えるべきだ
という思想でありました。
しかし、今回は、様々な分科会の人たちあるい
は政府の方とも一応相談はしましたけれども、今
こういう状態ですので、去年の経験を踏まえて、
私ども、必要なときにはしっかりと我々の意見を
述べるということが求められると思うということ
で、そういうことにしたいと思います。
○長妻委員 以上で終わりますので、是非、また
第四波に入ったということを初めて尾身先生がこ
こでおっしゃられて、日本にとって本当に正念場
でございます。前から言っているように、助かる
命が助からなくなる、こういう事態を絶対避ける
ように、田村大臣、笑っている場合じゃないです
よ、本当に医療行政、お願いします。
ありがとうございました。
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